
農業生産基盤整備等を通じた

農作業事故のない安全な農村の実現に向けて

令和４年４⽉



はじめに（本事例集のねらい）

全国では毎年300⼈前後の農業者が農作業中の事故で亡くなられて
おり、他産業と⽐べても深刻な状況となっています。

農業を担う貴重な⼈材が危険にさらされないよう、農作業安全対策
がこれまで以上に重要な課題となっています。

こうした中、全国の各地域においては、現場実態やニーズに応じて、
独⾃の⼯夫でほ場整備等の農業⽣産基盤整備やその管理を展開してい
る例も⾒られます。

そこで、皆様の地域でもほ場整備等を通じた農作業安全対策が推進
されるよう、各地域の取組をまとめ、令和元年12⽉に本事例集を公表
しました。

今般、新たに16事例を追加し、農業機械メーカーへのアンケート調
査結果を巻末に掲載しましたので、農作業に関わる⽅や⾏政関係者が
事業を展開する際の安全対策の検討にお役⽴てください。
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農作業事故死亡者数の推移

「⾷料・農業・農村基本計画」（抜粋）（令和2年3⽉）
効果的な農作業安全対策の展開

農作業事故の発⽣状況を把握し、調査・分析結果を活⽤することで、リスクの⾼い作業を⾏う場合に必要な安全対策の徹底を促すなど、地域の
営農実態に応じた農作業安全対策を推進する。 また、（中略）現場実態や地域のニーズに応じた法⾯勾配や耕作道路幅員等の設計上の⼯夫など農
作業の安全性に配慮した農業⽣産基盤整備に加え、農業⽔利施設の点検・操作時における安全対策を推進する。

農作業死亡事故の状況
〇 令和２年の農作業事故死亡者数は270⼈。65歳以上の⾼齢者の割合が85％を占め⾼い⽔準で推移。
〇 就業者10万⼈当たり死亡事故者数は10.8⼈と過去10年間で最も⾼い⽔準となり、他産業との差は

拡⼤傾向。

就業者10万⼈当たり死亡事故者数の推移
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農作業死亡事故の内訳（令和２年）

※農林⽔産省「農作業死亡事故調査」より
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乗用型トラクター事故による死亡の要因
（令和２年）

機械の転落・転倒

（ほ場内、道路）

53 人（65.4％）
ひかれ

7 人（8.6％）

回転部等への

巻き込まれ

7 人（8.6％）

機械からの転落

6 人（7.4％）

道路上での

自動車との衝突

4 人（4.9％）

その他

4 人（4.9％）

８１人

乗用型トラクター事故のうち、
「機械の転倒・転落」が約７割

乗用型トラクター

81人 (30.0%)

歩行型トラクター

26人 (9.6%)

農用運搬車

15人 (5.6%)

自脱型コンバイン

12人 (4.4%)
動力防除機

9人 (3.3%)

動力刈払機

7人 (2.6%)

農用高所作業機

3人 (1.1%)

その他

33人 (12.2%)

熱中症

32人

(11.9%)

ほ場、道路からの転落

13人 (4.8%)

稲ワラ焼却中等の火傷

11人 (4.1%)

木等の高所からの転落

6人 (2.2%)

その他

14人 (5.2%)

農業機械作業
に係る事故

186⼈（68.9％）

農業⽤施設作業
に係る事故

8⼈（3.0％）

機械・施設以外
の作業

に係る事故
76⼈（28.1％） 270人



対策 掲載番号 タイトル 所在地

農
道
関
係

管渠化 1 水田進入路の利便性を考慮した基盤整備 北海道 妹背牛地区

管渠化 2 New 水路の管渠化による農作業安全対策 北海道 北野地区

拡幅 3 New 進入路隅切り拡幅による大型作業機械の安全確保 北海道 東宗谷地区

拡幅・緩勾配 4 ほ場への進入や走行性に配慮した支線農道 秋田県 五里合地区

路線計画 5 New 農作業機械の接触事故防止を考慮した支線農道の整備 北海道 上士別地区

路線計画 6 New 農道及び進入路の構造、位置等の工夫による安全性向上 山形県 元能中地区

侵食対策 7 法面の侵食対策を考慮した農作業機械の転落防止 北海道 ニセコ地区

設計指針 8 りんご園における簡易基盤整備設計指針の策定 青森県

草
刈
り
関
係

機械除草・
植生工等

9 草刈り労力軽減と安全性を考慮した基盤整備 島根県 野城地区

機械除草 10 New 乗用農機での草刈り作業に向けた幅広管理畦畔の設置 新潟県 下牧地区

機械除草 11 無線遠隔草刈機（除草ロボット）による対策 兵庫県 能座地区

植生工 12 法面の植生による草刈り時のリスク回避 長崎県 有喜南部地区

法面小段 13 New 法面作業道造成機による簡易足場の設置 鳥取県、鳥取県農業試験場

他

安全施設 14 New 水路への転落防止施設の設置 大分県

安全施設 15 New 農業用水路安全対策ガイドラインの策定 富山県

情報化施工 16 New AR（拡張現実）技術を活用した事業説明 ―

情報化施工 17 New ほ場の3次元モデルを活用した自動走行農機の安全性向上 ―

農作業安全対策の主な事例 5

も せ う し

もとのうぢゅう

い り あ い



○ 用排水路の管渠化、耕作道の拡幅と併せてターン農道を設置し、農作業安全と作業の効率化を実現
○ 現在、区画整理と併せて更なる省力化を進めるため、スマート農業の取組も推進

⽔⽥進⼊路の利便性を考慮した基盤整備

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

ターン農道の設置により労力の省力化

取 組 前 取 組 後

用排水路の管路化、農道の拡幅により農作業上のリスクを回避

農家戸数の減少に伴う戸当たり経営面積の増加により、農作業、施
設の維持管理などに対する担い手への負担が増大。

そのため、施設の管理が楽で、農作業がしやすい効率的なほ場を形
成し、担い手に集積することが重要。

用排水路を管路にしたことで、農作業機械の転落を防止し維持管理の軽減にも
寄与。

また、耕作道の拡幅により、大型機械の走行や車両のすれ違いが可能となるな
ど、農作業が効率的になるとともに交通事故防止に寄与。

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件

ターン農道の設置により農作業の効率化を図るとともに、農道走行中の脱輪、
農作業機械の農地への進入時の転落・転倒防止に寄与。

⽥植え機の使⽤状況

農道の幅員確保により
トラックの⾛⾏も容易

⽤排⽔路の管路化により
転落・転倒の防⽌

稲刈り機の使⽤状況

管路埋設状況

も せ う し

【国営農地再編整備事業 北海道 妹背牛地区】1

ほ場への進入路は大きい落差が
あり、機械が転落した場合に危険

ほ場の進入路が狭く、高低差も
大きく大型機械の進入が困難

幅員の狭い農道
軽トラックの走行が限界で、
すれ違い不可

6農道 管渠化



○ 用排水路の管渠化するとともに耕作道の路面高さを従前より低く設計し、ほ場に安全に進入できるよう配慮
○ 現在、区画整理と併せて更なる省力化を進めるため、スマート農業の取組も推進

⽔路の管渠化による農作業安全対策 【国営緊急農地再編整備事業 北海道 北野地区】

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

取 組 前 取 組 後

用排水路の管渠化、耕作道の拡幅により農作業上のリスクを回避

耕作道とほ場との間に水路があり、また、耕作道とほ場との落差が大
きいため、農作業時に転倒・転落の危険。
さらに、耕作道の幅員が狭く、農作業効率化に向けた大型機械

の導入にも支障。

用排水路を管渠化し、ほ場高に合わせた耕作道を整備したことで、農業
従事者や作業機械の転落を防ぎ安全性が向上するとともに、維持管理の軽
減に寄与。
また、耕作道を拡幅することで、大型機械の走行や車両のすれ違いが可

能となるなど、農作業が効率的になるとともに接触事故防止にも寄与。

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件 管路の埋設

農作業車両のすれ違い

水路の管路化

水路の管渠化による転落の回避

大型機械に対応した耕作道の整備

高低差1.8m

2

用水路をまたいでの苗補給作業
となり、転倒するおそれあり

ほ場と耕作道との間に落差があ
り、作業機械が転落するおそれ
あり

耕作道の幅員が狭く、
すれ違いが困難
また、取付道路が狭く、
大型機械に対応できない

7農道 管渠化



進⼊路隅切り拡幅による⼤型作業機械の安全確保 【国営農地再編整備事業 北海道 東宗谷地区】

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

取 組 前 取 組 後

改善前の状況写真

農作業上のリスクを回避した基盤整備

ほ場への進入路の隅切り部分（5.0m→9.0m）が広がったことで、大型車両が待
避所として利用できるようになり、農作業の安全性が向上。

○ 酪農地域でのほ場の大区画化に併せて余裕を持った農道の隅切りとし、大型農業機械のすれ違いや旋回時の安全性が向上

既存道路の幅員及びほ場への進入路が狭く、待避所も無いことから
大型車両の往来が困難な状況。車両同士の接触、路肩からの転倒など、
安全面で懸念。

14,070

約5,000

9,000

約5,000

約5,000

ほ場

約5,000 約5,000
赤字：現況
青字：実施設計

3

道路幅が狭く、
大型機械の走行が困難

路肩へはみ出さずに
走行可能

大型機械での
進入が困難大型機械での

進入が困難

対向車を確認し、
待避所で停車

牽引式トラクタ(マニュアスプレッ
ダー)でも安全安心

8農道 拡幅



○ 農道を５ｍに拡幅するとともに、縦断勾配を一定勾配とせず、ほ場と農道の段差が大きくならないように勾配を工夫

ほ場への進⼊や⾛⾏性に配慮した⽀線農道

狭小で傾斜のある農道によりほ場の出入りが困難

取 組 前 取 組 後

ほ場と水平な広く走行性の良い安全な農道へ

秋田県では、区画整理実施に当たって農道の縦断勾配を一定勾
配とせず、ほ場とレベルで築立し、農道も田差に合わせてスロー
プを設ける設計を標準化。傾斜地においてもほ場へ水平な農道か
ら進入できることから、本地区でも適用。

支線農道の路面はほ場面から30cm又は40cmを標準とし、ほ場に対して水
平に築立。
進入路部分で縦断勾配を設けた場合、農作業機械の出入りがしづらくな

るため、進入路を越えたところから勾配を設定。
幅員は５mを標準とし、安全で走行性の良い農道となり耕作者からの満

足度が向上。

【県営農業競争力強化農地整備事業 いりあい

（経営体育成型）秋田県 五里合地区】
4

幅員を５m、ほ場からの高さを30cm
又は40cmとしており、農道上での
作業もしやすい

田差や用水落差に合わせた農
道配置とし、ほ場への進入の
安全性に配慮

農道に一定の縦断勾配があると、
整備後でもほ場へ進入しづらい

狭くなだらかに傾斜がある
農道となっており、ほ場へ
の出入りが困難

9農道 拡幅・緩勾配



○ 公道に出ることなく新設した支線農道内で農作業が可能となり、一般車両との事故防止や無人トラクタの安全走行にも寄与

農作業機械の接触事故防⽌を考慮した⽀線農道の整備 【国営農地再編整備事業 北海道 上士別地区】

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

無人の自動走行農機の農区内移動が可能に（スマート農業への取組）

取 組 前 取 組 後

農区内に支線農道を整備することで一般車両と接触するリスクを回避

支線農道が整備されておらず、農区内のほ場間移動においても
公道（道道及び市道）を通行する必要があったため、農作業機械
と一般車両との接触事故の発生など、安全面で懸念。
さらに、耕作道が整備されていないほ場もあり、大型機械の導

入にも支障。

農区内に支線農道（幅員５m）を配置したことで、公道を走行せずにほ場
間移動することが可能となり、一般車両との接触事故防止に寄与。大型機械
に対応した耕作道を整備することで、農作業効率が向上し、転倒及び転落防
止にも寄与。

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件

整備された支線農道を使用することで、無人の農作業機械が公道を走行
することなく安全に移動することが可能。

ほ場間の移動に市道を利用

耕作道が整備されていないほ場
公道（市道）

公道と分離された支線農道
市道

支農道線（幅員5m）

支線農道を走行してほ場間移動する無人トラクタ

市道

支線農道

5

支線農道が未整備で、
農区内のほ場間移動が困難
また耕作道も未整備で、
大型機械の導入が困難

一般車両と接触する可能性が
ある

支線農道が未整備のため、ほ場
間移動にも公道へ出る必要

10農道 路線計画

支線農道により農区内の移動が可能に

公道（市道）

耕作道

支線農道



○ 中山間地域（主傾斜1/37）における区画整理等の実施の際、地区の担い手と協議しながら、ほ場の進入路の構造及び取付位置
並びに農道の縦断勾配を工夫し、機械作業の安全対策を実施

農道及び進⼊路の構造、位置等の⼯夫による安全性向上

農道及び進入路整備の取組の経緯

取 組 前 取 組 後

作業の安全性の高い農道及び進入路整備を実現

【農地中間管理機構関連 もとのうぢゅう

農地整備事業 山形県 元能中地区】

現況は狭小な区画・農道で、用排兼用水路であったことから、営農に
加えて農地の水管理や維持管理に要する労力が多大。

担い手と協議しながら、農道及び進入路の構造、位置等を工夫し、作業の
安全性と作業効率の向上を両立。

進入路を下方側に設置することで、縦断
勾配の大きい農道においても進入路の法長
を短く施工することが可能。

進入路設置位置の田面と農道との
高低差を小さくするため、農道を可能
な限りほ場と水平に設置し、田差に応
じてスロープを設ける設計を採用。

上記対策が取れない場合、一部のほ
場では反時計回りでの農作業に支障
が出るものの、農道面と田面の高低差
の小さい下方側に進入路を設置する
設計を採用。

地区全景（整備前） 地区近景（整備前）

一般的な作業方向

農道を田面に水平に設置し進入路を取付ける
ことで、ほ場出入りの走行性・安全性が向上。

地区全景（整備後）

6

11農道 路線計画



法⾯の侵⾷対策を考慮した農作業機械の転落防⽌ 【国営緊急農地再編整備事業 北海道 ニセコ地区】

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

法面に小段を設置したことによる労力の省力化

7

取 組 前 取 組 後

盛土法面の侵食対策により農作業上のリスクを回避

整備前の農地は小区画、急傾斜、排水不良等のほ場条件から生産性
が低く、耕作放棄地が増加する懸念。このため、ほ場の大区画化、傾斜
改良などの基盤整備を実施。

農地の端に排水路や土堤を設置
することで、雨水などが農地から法
表面に直接流出することを防ぎ、侵
食による法面崩落を防止。

排水路や土堤により農地と法面の
境界が明確となり、農作業機械の
転落防止に寄与。

法面に小段を設置し、草刈り
作業時の滑落を防止。

農作業上のリスク及び労力のかかる営農条件

表面排水の対策として排水路を設置

排水路及び土堤の設置

小段を利用した草刈り作業

小段の設置

土堤

○ 農地の排水不良を改善するため排水路や土堤を農地端部に設置、これが境界目印となり、ほ場から法面への転落防止にも寄与

雨水などが農地の法表面を直接流出し、
法面が侵食され崩落するおそれあり

法面は急勾配で小段が無く、
草刈りが大変な上に転落の
おそれあり

ほ場と法面の境界が不明瞭で、
転落の可能性あり

法面

12農道 侵⾷対策



○ 傾斜地におけるスピードスプレーヤなどの農作業事故を未然に防止するため、園内道などに関する設計指針を策定

りんご園における簡易基盤整備設計指針の策定 【青森県】

りんご園を取り巻く現状 りんご園における基盤整備設計指針

青森県におけるりんご園のうち、10°以上の傾斜地にある園地は

3,060haで、りんご園全体に占める割合は14.8 ％。

山間部にある傾斜のきついりんご園では、作業機械が安全に走行す

ることが難しい状況。

青森県内では、農作業事故の３分の１が樹園地で発生しており、ス

ピードスプレーヤの事故が最多。

園内道
中南管内における原因別事故構成比率

（2013～2017年）

農機事故

74%

農機以外

26%

スピード

スプレーヤ

17%

高所

作業台車

13%

乗用・歩

行草刈機

11%軽トラック

9%
運搬車

7%

その他

17%

脚立

15%

焼却中

の火傷

7%

その他

4%
転落・転倒を極力防止するため、

山側に傾斜をつける標準的な施工方法
谷側の法面が緩傾斜の場合には、谷側に傾斜
をつけることで薬剤の付着むらが少なくなる

園内道（横園路）

旋回部（園内道）

安全な旋回のための曲線半径旋の拡幅 安全に旋回できるよう整備された旋回部

・幅員 2.0m程度：スピードスプレーヤの幅＋余裕幅
・縦断勾配 17％（10°）（特例値の上限：27％（15°））以下
・横断勾配 -５％の山側傾斜～５％の谷側傾斜（３°）以内

・曲線半径 3.0m以上（内側半径2.0m以上)
・旋回部の拡幅 1.0m（特例値の下限：0.5m）以上
・縦断勾配 17％(10°)以下
・横断勾配 内側傾斜５％（３°）

指針の概要版（パンフレット）を県内市町村、JA、中山間直接支払組織等へ配布。

8

幅員が狭く、凹凸があり

走りにくい

13農道 設計指針



○ ラジコン草刈機に対応した法面勾配のほか、芝の植生、小段の設置、排水路の管渠化を行い、中山間地での軽労化を実現

【県営農業競争力強化農地整備事業（中山間型）

島根県 野城地区】

農作業安全対策に取り組んだきっかけ 草刈りの労力軽減に資する基盤整備

取 組 前 取 組 後

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件

草刈りの労力軽減と農作業上のリスクを回避した基盤整備

排水路の管渠化により転落
する空間を無くしたことで、
農作業機械の転落防止、水路
浚渫や草刈りの維持管理労力
の軽減を実現。

→法面を地被植物（芝）により植生
（グランドカバープランツ）するこ
とで、土砂の流出や雑草の繁茂を抑
制し、維持管理労力を軽減。

←ラジコン草刈機の導入を念頭に県
の標準の法面勾配（１：1.5）よりも
緩い勾配（１：1.8）とし、ステップ
も多く設置することにより、草刈り
の作業条件を改善。

田んぼの法面を
芝で植生

（雑草の繁茂抑制）

ラジコン草刈機
による草刈状況

法面の緩勾配化

草刈り労⼒軽減と安全性を考慮した基盤整備9

開水路は田面より低い位置に
設置されているため、法面が
発生し草刈りの労力が増加

田んぼへの進入路は深い落差が
あり転落のおそれあり

法面は急勾配でステップが無く、
草刈りの労力が増加するだけで
なく、転落のおそれあり

14草刈 機械除草・植⽣⼯等

現状の基盤の整備水準では維持管理に多大な労力を要しており、
地区の営農継続が困難となる危機感から、地域内のほ場整備に向け
た機運が向上。
その中で、労力軽減及び安全性を考慮してラジコン草刈機の導入

を見据えた基盤整備を検討。



300

管理畦畔
2000

600

○ 区画整理や用排水路の整備に加え、草刈り作業を軽減するための整備を実施
〇 法高が2.0ｍを超える長大法面は乗用農機による草刈りを基本とし、法面の中段に管理畦畔（幅2.0ｍ）を設置することで
斜面上下方向も機械除草で対応

乗⽤農機での草刈り作業に向けた幅広管理畦畔の設置

取組の経緯

取 組 前 取 組 後

乗用農機に適した法面形状により作業の効率化と安全性向上

管路埋設状況

【農山漁村地域整備交付金
（農地環境整備事業）新潟県 下牧地区】

中山間地域での営農継続に向けて課題であった法面の草刈り
作業について、乗用トラクタ用モアやブームモアの導入を基本
とした基盤整備を計画。

背負式草刈り作業のための小段設置

中山間地域での法面の草刈り作業について、乗用農機の利用や作業足場

の確保により作業の効率化と安全性向上を実現。

整備水準の考え方

法高が2.0ｍを超える長大法面については、法面の中段に幅
2.0ｍの管理畦畔を設置。（トラクタの幅員1.4ｍに、左右0.3ｍ
ずつの余裕幅）
アーム（ブームモア）の使用により、管理畦畔の斜面上方約

２ｍ、下方約２ｍの草刈りが可能。
背負式草刈機等による草刈り作業を想定する場合には、法面

への小段や法尻への管理畦畔を設置。

草刈り作業の更なる軽労化に向けて、現在、法面への芝の植
生にも取組中。

法面の標準断面図（計画） 幅広管理畦畔への農機の進入経路

幅広管理畦畔の草刈り作業状況

法尻畦畔

10

⼩段
⼩段

15草刈 機械除草



○ ラジコン式草刈機を導入し、急傾斜かつ長大な法面の草刈り作業の軽労化を実現

農作業安全対策に取り組んだきっかけ

取 組 前 取 組 後

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件

無線遠隔草刈機の導入で草刈り作業上のリスクを回避

傾斜約40°、法長約7ｍの長大な法面の除草作業は危険で、多くの労
働時間を消耗。その結果、除草をはじめとするほ場管理が十分に行き
届かず、酒米の収量は県平均の７割程度に低迷。

このため、法面の草刈り作業時の安全性向上に加え、軽労化と作業
時間の短縮が必要と判断。

農作業の効率化・省力化を実証するための「スマート農業技術の開発・実証プロ
ジェクト」の一環として、無線遠隔草刈機を導入。棚田の法面の草刈り作業が軽労
化したこと、刈刃と斜面から離れたことによりケガの危険性も大幅に軽減。

（無線遠隔草刈機「スパイダー」）

法尻上段に杭を設置（仮設）しウインチ使用

操縦者が危険な刈刃・
斜面から離れられる

【スマート農業技術の開発・実証プロジェクト
兵庫県養父市 能座地区】無線遠隔草刈機（除草ロボット）による対策

（草刈り作業の様子）

高低差の大きい山間部の棚田
のため、除草が必要な法面が
多く、多大な労働時間が発生

危険作業が回避されるとともに、省
力化により従来半日程度を要した
作業を45分程度で完了（準備等の
時間を除く）

・ウインチ利用で55°の傾斜ま
で作業可能

・使用に際しては、刃の変形や
転倒を防止するため、石等の
存在や獣が掘り返した穴の事
前確認が重要

16草刈 機械除草

11



〇 急傾斜法面を地被植物で植生し、草刈りに係る維持管理労力を軽減し安全性を向上

法⾯の植⽣による草刈り時のリスク回避

農作業安全対策に取り組んだきっかけ 労力の省力化に資する基盤整備

取 組 前 取 組 後

労力のかかる営農条件及びリスクのある現場条件

急傾斜地で、特に排水路法面が高い傾向にあることから、草刈り作
業に係る労力が多大。また転落の危険性を伴うことから、将来的な維持
管理について土地改良区も不安を抱えていた状況。

今後、少数の担い手農家が中心に管理していくことになるため、安全
かつ効率的に維持管理ができる整備が必要と判断。

農地整備事業と併せて多面的機能支払交付金を活用し、排水路の法面を地被植
物（ヒメイワダレソウ）により植生。土砂の流出や雑草の繁茂を抑制し、維持管理労
力を軽減することで安全性を向上。

法面のグランドカバープランツ

（農家での植付け状況）

（法面への繁茂状況）

【県営農業競争力強化農地事業（耕作放棄地型）
長崎県 有喜南部地区】

12

法面は急勾配で足場が悪く、
草刈りが大変な上、転落の
可能性もあり危険を伴う

【ヒメイワダレ
ソウ】

• つる性の植物
で多年草

• 春から秋にか
けて白い可憐
な花を咲かせ
る

17草刈 植⽣⼯



○ 草刈り作業の安全性向上のための、農業者の自主施工も可能な「法面作業道造成機」を鳥取県農業試験場が開発
〇 「畦畔法面の省力管理マニュアル」を作成し、設置要望のある集落に対して講習会等を実施

法⾯作業道造成機による簡易⾜場の設置

取組の経緯

13

取 組 前 取 組 後

講習会やマニュアル整備を通じて農業者の取組を支援

畦畔法面の草刈り作業は重労働かつ危険。
このため、鳥取県農業試験場が急峻傾斜果樹園のための狭幅作

業道造成機を水田法面へ適用。（現在はマメトラ四国機器（株）から
市販。）

管路埋設状況

【鳥取県、鳥取県農業試験場】

作業道造成機を用いて、大規模な法面の法面方向に1.5m～２mの
間隔で作業道（幅20～25cm）を設置。法先への作業道設置も可能。

植生のある畦畔法面で水田及び畦畔の管理が行われている場所で
あれば概ね施工可能。

作業道100m当たりの作業時間は延べ１時間程度。
作業道の設置作業は安全のため必ず二人以上で行う必要がある。

施工方法

施工機械（作業道造成機）と施工方法

期待される効果

県と関係市町が連携し、要望に基づき集落単位等で講習会を開催し、技術の紹
介、試験施工などを通じ、中山間地域等における法面での草刈り作業の軽労化と
安全性向上を図っているところ。 また、「畦畔法面の省力管理マニュアル」を試験場
にて作成・公開。【https://www.pref.tottori.lg.jp/】

作業道を設置した農業者13名からの聞き取りの
結果、全ての農業者が「草刈り作業が軽労化した」、
「安全性が向上した」と回答。また、７割の農業者
が「他のほ場にも設置したい」と回答。

設置した作業道については、通常の草刈り管理
を行っていれば概ね５年程度は機能を維持。

施工状況 施工後１年程度経過した後の状況

作業道からの草刈り状況

18草刈 法⾯⼩段



○ 農村地域防災減災事業（農業水利施設危機管理対策事業）を活用し、県内６箇所に転落防止柵等を設置

〇 トラクターの通行の支障になる場所では、水路の管理時に開閉可能な転落防止ネットを採用

⽔路への転落防⽌施設の設置14 【農村地域防災減災事業
（農業水利施設危機管理対策事業） 大分県】

19他 安全施設

取組の経緯

取 組 前 取 組 後

関係者と整備内容を協議し、箇所ごとに適した安全施設を採用

管路埋設状況

↓施工前

設置箇所は水路を管理する土地改良区や近隣住民、市町と協議を行い、
整備内容等について同意を得て実施。

転落防止柵を設置するとトラクター等のアタッチメントが通行の支障となる
場所では、水路を覆う転落防止ネットを採用。水路の管理を容易にするため、
開閉可能な構造としている。

← 転落防止ネットの設置

→ 子供や高齢者の転落
防止を目的として転落防止
柵を設置

↓転落死亡事故発生箇所

高齢者の水路転落死亡事故や、農作業者以外の人が転落する事
故も発生していることから、安全対策を検討。

通学路や住宅密集地等に近接しており、水路底高から道路敷高が
0.7m以上の水路（死亡事故発生箇所と類似の条件）を危険箇所とし
て把握。



○ 令和元年12月に農業用水路での転落事故防止に向けた「富山県農業用水路安全対策ガイドライン」を策定

〇 県内でモデル地区を選定し、ガイドラインに基づいてハード・ソフトの両面からの安全対策を実施

農業⽤⽔路安全対策ガイドラインの策定

ソフト対策
（児童や高齢者を特に意識した安全点検、安全啓発の幅広い展開）

15

取 組 内 容

【富山県】

ワークショップを通じて地域住民の農業用水路に関する理解や転落事
故に対する認識を高め、地域が主体となった広報・啓発活動や地域の
ニーズや実情に応じた安全対策を推進。

ハード・セミハード対策
(転落防止柵や視認性の向上対策等の推進)

安全対策推進計画を作成し、土地改良区が主体となって農村地域
防災減災事業でハード対策を行うことを計画。また、県単独事業
（農業用水路安全施設クイック整備事業）を活用し、啓発看板やす
き間チェーンの設置といったセミハード対策も検討。

20他 安全施設

↓モデル地区におけるワークショップの様子

↓地域住民への普及啓発

危険箇所マップを活用した
児童クラブへの注意喚起・
啓発活動

危険箇所マップの作成

↓農村地域防災減災事業（農業水利施
設危機管理対策事業）を活用した安全
柵の整備

↓多面的機能支払交付金を
活用した鉄筋網蓋の設置

啓発看板 すき間チェーン

人体模型実証実験動画の視聴 危険箇所の点検把握グループディスカッション



○ 農作業安全対策の推進のためには、ほ場整備等の計画設計段階で工事内容を関係農業者に事前に分かりやすく伝えることが

重要

〇 ほ場の３次元設計データと現況画像を重ね合わせたAR画像を活用し、工事着工前に完成イメージを可視化

AR（拡張現実）技術を活⽤した事業説明

整備後の状態を分かりやすく伝えることに課題

取 組 方 向

計画設計段階でほ場や農道の高さ、水路位置等を関係農家と確認

管路埋設状況

【調査・測量・設計段階】

現状では、２次元の設計図面を用いて、関係農家等に整備後の区
画、農道等の位置や形状の説明を実施。しかし、整備後の利便性、
安全性、農機の操作性等について詳細にイメージしていただくことが
難しい場合も存在。

ほ場整備の設計者と関係農家が、細部設計と現状画像の重ね合わせたAR
画像をタブレット等を使って確認し、より具体的に整備後の状況を共有。

車両や人の通行、農機のほ場への乗り入れ等に支障がないかがイメージし
やすいため、整備における事前確認、合意形成が促進されることを期待。

・・農地 ・・水路 ・・畦畔

現況画像（施工前）

現状

写真提供︓㈱川畑建設

AR画像（施工前後の高さ関係を表示）

AR画像（施工後の水路位置等を表示）

ARを用いた現地確認（イメージ）
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○ ほ場整備事業等の実施を通じて、ほ場の３次元座標データの収集・蓄積が進められている

○ ３次元座標データを活用して経路設定等のデータを作成することで、ロボットトラクタの作業精度の維持・向上に加え、

走行の安全性を事前に確認することが可能

ほ場の3次元モデルを活⽤した⾃動⾛⾏農機の安全性向上

ほ場の３次元座標データを用いて、ほ場周りの位置、形状等を
３次元でモデル化

17

取 組 方 向

管路埋設状況

【施工・営農段階】

↑情報化施工で得られた３次元点群データ（ほ場及び周辺の工事完成形状）

↑ロボットトラクタの自動走行へ活用

ほ場整備の施工段階で得られたほ場の３次元座標データを用
いて、ほ場区画、道路、水路、ほ場周辺の障害物の位置、形状
等を反映したほ場の３次元モデルを構築可能。

事前に走行シミュレーションを行い自動走行農機の経路を設定

ほ場整備事業等を通じて収集・蓄積された３次元座標データを農機
メーカー等と共有し、自動走行農機の作業経路の設定等に活用。
進入路やほ場間移動の際に危険箇所がないか、事前に確認することが

可能。

↑ほ場からクランク
型の進入路を経てほ
場間移動する際の軌
跡

←ターン農道を経て
支線農道を走行する
際の軌跡

22他 情報化施⼯



類似の事例
対策 掲載番号 タイトル 所在地

農
道
関
係

路線計画 18 New 一般車両の通行を考慮した副道の設置 岩手県 南方地区

路線計画 19 管理用道路の整備における対策 大分県 駅館川地区

路線計画 20 営農機械の転落防止を考慮した対策 京都府 亀岡中部地区

舗装・拡幅 21 進入路舗装による対策 大分県 駅館川地区

舗装・拡幅 22 New 農業機械の旋回半径を考慮した対策 島根県 野城地区

舗装 23 農業機械の走行性を考慮した対策 岩手県 上小田代ぶどう沢地区

拡幅 24 進入路拡幅による対策 愛媛県 道前平野地区

拡幅 25 農業機械の出入りを考慮した対策 三重県 御浜西部地区

管渠化 26 排水路の管渠化による対策 富山県 舟川新地区

管渠化 27 New 維持管理労力の節減効果を検証するモデル地区整備 秋田県 高野尻地区

草
刈
り
関
係

畦畔拡幅 28 New 除草機械に合わせた畦畔形状及び管理用道路の設置 福井県 敦賀西部地区

畦畔拡幅 29 New 除草機械に合わせた畦畔形状 岩手県 若柳中部地区

畦畔拡幅・管渠化 30 作業時の安定性を考慮した畦畔形状と管渠化 新潟県 高野地区

管渠化 31 排水路の管渠化による対策 茨城県 茨城中部地区

管渠化 32 排水路の管渠化による対策 北海道 中士別第１地区

管渠化 33 排水路の管渠化による対策 栃木県 金田北部３期地区

管渠化 34 排水路の管渠化等による対策 茨城県 野曽地区

管渠化 35 排水路の管渠化による対策 山形県 たらのきだい地区

管渠化 36 排水路の管渠化による対策 福井県 小山北部地区

管渠化・法面小段 37 除草作業を考慮した法面小段設置 石川県 上吉野地区

法面小段 38 New 法面への階段・小段の追加による対策 京都府 亀岡中部地区

法面小段 39 法面のステップ追加による対策 宮城県 南三陸地区

法面小段 40 畦畔の多段化による農作業の省力化 福島県 駒形第二地区

法面小段 41 石積設置による対策 徳島県 椿西部地区

法面小段 42 法面緩勾配化による対策 北海道 大谷地区

コンクリート張り 43 草刈り等の維持管理を考慮した張りコンクリート 山口県 南周防地区

コンクリート張り 44 維持管理労力の軽減を考慮した水路形状 福岡県 新星野２期地区

他 安全施設 45 安全カバーによる対策 福島県 門田第４地区

23
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管理⽤道路の整備における対策

取水口管理に苦慮、
危険性の高い現場条件

リスク回避と管理しやすい道路整備

水田取水口の維持管理のために、河
川岸の足場の悪く狭いあぜ道を歩行
する必要があり、降雨時に河川へ転
落する危険。

水田取水口までの新たな管理用道路を
整備することで、維持管理時の安全性
が向上。

取 組 前 取 組 後【計画中】

【取水口】

取水口までの道路がなく、
あぜ道を歩いて管理を実施。
降雨時は河川も増水して危険！

進⼊路舗装による対策

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

ほ場への進入路の幅員を４mに拡幅す
るとともにコンクリート舗装により
農作業の安全性が向上。

幅員２～３m
幅員４m

田んぼへの進入路は高低差が
大きく幅員が狭いことから、
営農機械の走行が危険。

【国営緊急農地再編整備事業
大分県 駅館川地区】

【国営緊急農地再編 やっかんがわ

整備事業 大分県 駅館川地区】

既設隧道

管理ルート
（歩行）

取水口

○

取水口

○

【取水口】

24

⼀般⾞両の通⾏を考慮した
副道の設置

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

副道の設置により、一般車両の通
行を妨げることなく安全に作業可
能。また、高低差が少ないため、
籾搬出作業時のあゆみ板が不要に。

田面と道路に高低差、距離があ
り、コンバインから道路駐車中
のトラックへの籾搬出や苗出し
作業が困難。

【県営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）岩手県 南方地区】

一般車両の通行の
支障になることも

一
般
道

副
道

営農機械の転落防⽌を考慮した対策

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

支線農道を排水路と切り離して
配置することで、営農機械が
排水路に転落する可能性を回避。

耕作道
幅員1.8m程度

支線農道 排水路

排水路

耕作道は幅員が狭い上、排水路
沿いは安全施設もなく、営農機械が
転落する危険。

【国営緊急農地再編整備事業
京都府 亀岡中部地区】

18 19

20 21

農道 路線計画 農道 路線計画

農道 路線計画 農道 舗装・拡幅



農業機械の旋回半径を考慮した対策

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

3.0m→3.5m（＋0.5m)の拡幅だが、
下りながらの旋回となるため安
全効果は大きい。

コンバインは重心が高く足元が
確認しづらいため、ほ場進入時、
急勾配な農道での旋回に不安。

【県営農業競争力強化農地整備事業
（中山間型）島根県 野城地区】

0.5m
拡幅3m

田区進入路

10%の
下り勾配 10%の

下り勾配

取 組 前 取 組 後

農道の隣接地に石積や
住宅があり高低差もある

農道の拡幅による通行の安全確保

農道の拡幅により農作業機械が
田区へ進入する際の安全性を向上。

道沿いに住宅の塀や石積があり、

農業機械が接触する危険。

農業機械の出⼊りを
考慮した対策

【県営中山間地域総合整備事業
（一般型）三重県 御浜西部地区】

25

取 組 前 取 組 後

路面の安定化やスリップ防止のた
め、ほ場進入路に砂利を敷設。降
雨による敷砂利の流亡等を木製路
面排水工で防止。

高
低

差
6
.0

ｍ

ほ場進入路全景

農業機械の⾛⾏性を考慮した対策 【県営中山間地域総合整備事業
岩手県 上小田代ぶどう沢地区】

ほ場進入路の縦断勾配が20％、農
道とほ場田面の高低差が6.0ｍ程度
と農機の転倒・転落の危険。

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

木製路面排水工

進⼊路拡幅による対策

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

ほ場への進入路の幅員を４mに
拡幅整備し、農作業の安全性が向上。

幅員４m

ほ場への進入路は幅員が狭く、
機械の走行上危険。

取 組 前 取 組 後

幅員２～３m

【国営緊急農地再編整備事業
愛媛県 道前平野地区】

22 23

24 25

農道 舗装・拡幅 農道 舗装

農道 拡幅 農道 拡幅



スマート農業に制約
のある現場条件

省力化及び安全性向上を
実現した整備

取 組 前 取 組 後

用排水路は土水路で水路位置が分か
りづらく脱輪の危険。また農道は狭
小で車両のすれ違いが困難なため、
スマート農機の効果が発揮できない
ほ場条件。

ターン農道を設置し農作業中の動
線の自由度が向上。また自動給水
栓や排水桝を畦畔に設置し、農道
の出入りに支障とならないよう配
慮。

【県営農地中間管理機構関連農地
整備事業 秋田県 高野尻地区】

用水路 排水路

↑畦畔に
給水栓や
排水桝を
設置

維持管理労⼒の節減効果を
検証するモデル地区整備

取 組 前 取 組 後

転落防止･省力化を
実現した水路整備リスクのある現場条件

転落する空間を無くすことで、
農作業機械の田区への進入や
排水管理時の安全性が向上。

【農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）富山県 舟川新地区】

排⽔路の管渠化による対策

排水路は幅も広く高低差も
あることから転落の危険。

今回実施の畦畔

26

取 組 前 取 組 後

除草機械に合わせた
畦畔形状

【県営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型） 岩手県 若柳中部地区】

刈取幅

40～50㎝

省力化を実現した畦畔

畦畔の施工管理基準を見直し、
畦畔の幅を40cm→60cmに変更。
自走式草刈機の安全走行が可能に。

大区画化、用排水路の分離に伴
う法面の長大化により、草刈り
時の安全性の確保に懸念。

取り組んだきっかけ

60cm 
60cm 

小段の設置間隔 高さ1.0m⇒0.8m
法面勾配 1：1   ⇒1：1.5
畦畔の幅 40cm  ⇒60cm

26 27

28 29

農道 管渠化 農道 管渠化

草刈 畦畔拡幅 草刈 畦畔拡幅

除草機械に合わせた畦畔形状
及び管理⽤道路の設置

取 組 前 取 組 後

取り組んだきっかけ リスクを回避した基盤整備

ラジコン草刈機の導入を見据え、法面
を緩勾配化（１：1.8)。畦畔の上下に
は管理用道路を設置し、ハンマーナイ
フモアによる機械除草を計画。

中山間地域特有の畦畔の草刈
り手間を低減するため、除草
機械での作業がしやすい土台
が必要。

【県営経営体育成基盤整備事業
（ほ場）福井県 敦賀西部地区】

従来計画の畦畔

管理用道路
W=3.0m

500  300



取 組 前 取 組 後

幅広畦畔と用排水路の管渠
化による農道ターンの設置

狭小な畦畔・溝畔で、ほ場見回り時
や草刈り時の安定性が悪く、畦畔の
崩落による畦畔幅の縮小も懸念。

畦畔の天端幅を標準の30cmから
80cmへ拡幅し作業条件を改善。
また、管渠化により農道ターンを
新設。

リスクのある現場条件

【農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）新潟県 高野地区】

作業時の安定性を考慮した
畦畔形状と管渠化 排⽔路の管渠化による対策

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

取 組 前 取 組 後

水路は落差が大きく、草刈りなどの
作業が危険。また、法面が広く草刈
りの労力が多大。

排水路を管渠化することにより、
草刈り作業時の転落等を防ぎ、
安全性の向上に寄与。

水田

水路

水田

【国営緊急農地再編整備事業
茨城県 茨城中部地区】

27

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

排水路の管渠化により農機が転落する
空間を無くすとともに、危険な排水路
法面の草刈り作業が不要に。管渠化に
伴い農道幅員を広げ、農機の安全な通
行が可能となり、作業効率が大幅に向
上。

排⽔路の管渠化
による対策

耕作道が狭く農作業機械が排水路
に落ちる可能性。また深い排水路
は草刈りが大変な上に危険。

【道営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）北海道 中士別第1地区】

排水路を管渠化し、農作業機械
が田区へ進入する際の安全性を向上
させ、水路の浚渫や草刈りの維持管
理労力を軽減。

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

取 組 前 取 組 後

事業実施前は排水路がなく、事業
実施により開水路（排水路）を新
たに整備することとしたが、農作
業中の事故が起きる危険性が高ま
ることに懸念。

開水路（排水路）のイメージ

排⽔路の管渠化
による対策

【農山漁村地域整備交付金（農地整備事業
（経営体育成型））栃木県 金田北部3期地区】

30 31

32 33

草刈 畦畔拡幅・管渠化 草刈 管渠化

草刈 管渠化 草刈 管渠化



取 組 前 取 組 後

排⽔路の管渠化等
による対策

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

排水路の管渠化により転落する空間
を無くし、農作業機械が田区へ進入
する際の安全性が向上。
農道を低く(標準H=0.3m)整備したこ
とにより、法面面積を小さくし機械
で容易に草刈りが可能に。

法面は急勾配でステップが無く、
草刈りが大変な上に非常に危険。
また、ほ場への進入路も深い落
差があり危険。

【農業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業
（経営体育成型））茨城県 野曽地区】

取 組 前 取 組 後

転落防止･省力化を実現
した水路整備

リスクのある現場条件

【県営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）山形県 たらのきだい地区】

排⽔路の管渠化による対策

水路の法面は急勾配で長い法面
もあり、草刈りが大変。また、
排水路の泥上げ作業は深い水路
等もあり危険。

排水路を管渠化して転落する空
間を無くすことにより、農作業
機械の作業性と安全性を向上さ
せるとともに、水路の浚渫や草
刈りの維持管理労力を軽減。

28

取 組 前 取 組 後

排水路の浚渫及び長大法面
草刈りの負担

リスクを回避した基盤整備

除草作業を考慮した
法⾯⼩段設置

【農業競争力強化農地整備事業
（耕作放棄地防止型）石川県 上吉野地区】

長大かつ急勾配の法面が多いこ
とから、除草作業中の滑落事故
などが懸念。

排水路の管渠化により水路浚渫や
草刈りの維持管理労力を軽減。
管理畦畔及び法面小段を設置する
ことにより、草刈りの作業
条件を改善し安全性
を向上。

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

取 組 前 取 組 後

法面は急勾配でステップが無く、
草刈りが大変な上に非常に危険。

排⽔路の管渠化による対策

排水路の管渠化により維持管理
時に転落する危険のある空間を
撤廃。

【県営経営体育成基盤整備事業
福井県 小山北部地区】

34

36 37

35
草刈 管渠化 草刈 管渠化

草刈 管渠化 草刈 管渠化・法⾯⼩段



取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件

畦畔の多段化による
農作業の省⼒化

法長の長い畦畔では、草刈りが
しづらく作業中に水路へ転落し
てしまうおそれ。

草刈り作業がしやすいように
小段を２段設けることで、作業
時の安全性を確保。

水 路

転落防止･省力化を
実現した水路整備

【県営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）福島県 駒形第二地区】

⽯積設置による対策

取 組 前 取 組 後

過去の区画整理の際、法面の高
低差が大きくなったため、法長が
2.0m以上あり、水路の維持管理、
法面の草刈りに労力が多大。

法面に階段を設置し、高低差のある法
面の往来が容易に。また法長を2.0m以
内に抑え、小段も設置。

リスクのある現場条件

【国営緊急農地再編整備事業
京都府 亀岡中部地区】

法⾯への階段・⼩段の
追加による対策

階段
設置

リスクを回避した基盤整備

取 組 前 取 組 後

リスクを回避した
基盤整備

リスクのある現場条件

法⾯のステップ追加
による対策

法面に木杭とシートによる小段を追加
することにより、草刈り作業の足場
(B=50cm)を確保し、法面から転落する
危険性と維持管理労力を軽減。

【県営農山漁村地域復興基盤総合整備事業
宮城県 南三陸地区】

法面（１：1.0）の草刈りを行う際、溝
畔に高低差があり、草が濡れてい
る時などに足を滑らせ転倒する危
険性を認識。

38 39

40 41
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【県営中山間地域総合整備事業（生産基盤型）
徳島県 椿西部地区】

取 組 前 取 組 後

リスクのある現場条件 リスクを回避した基盤整備

石積を法面に設置することで石積部
分での土砂の流出や雑草の繁茂を抑
制。更に、石積の足場ができることで
草刈りの労力の軽減や安全性が向上。

草刈機が届く
範囲

平地からでは草刈機が届かない場
所があり、そこでは斜面上で草を刈
らなければならないため、事故リス
クが伴う。

足場が悪い

法面の中間部分で
草刈機が届かない

斜面上での草刈り
は非常に危険

耕地面積を広
くとれる

石積の足場で中間部分
が届くようになり、安全に
草刈りができる

一部、草刈りをしなくて
済む（維持管理労力の
軽減）

法長2.0m以上で
草刈りが困難

法長を2.0m以内
に抑える

小段

草刈 法⾯⼩段 草刈 法⾯⼩段

草刈 法⾯⼩段 草刈 法⾯⼩段



取 組 前 取 組 後

リスクを回避した基盤整備

畦畔が草で覆われて、用排水施設
（フォアス桝）がどこにあるかわか
らず、草刈機の刃が施設に当たる
危険。

畦畔に設置されるフォアス桝周辺に
張りコンクリートを施工することで、草刈
り作業時の安全性が向上。

リスクのある現場条件

【国営緊急農地再編整備事業
山口県 南周防地区】

草刈り等の維持管理を
考慮した張りコンクリート

フォアス桝

張りコンクリート

取 組 前 取 組 後

水路は石積み護岸で切り立ってお
り、泥上げ、草刈り作業で水路内
に入る際、転落の危険。
また、水路内縦断勾配も大きく、水
路内でも転倒の危険。

犬走り部分をコンクリート張りとし、管理
が容易に。また水路底を階段状に整備
し、水勢を弱め水路内作業が安全に行
えるよう改善。

リスクのある現場条件

維持管理労⼒の軽減を
考慮した⽔路形状

【農山漁村地域整備交付金（中山間地域
総合整備事業）福岡県 新星野２期地区】

リスクを回避した基盤整備

30

取 組 前 取 組 後

法⾯緩勾配化による対策

取り組んだきっかけ 省力化及び安全性向上
に資する基盤整備

標準の法面勾配（１：1.2）よりも緩い勾配
（１：1.5）とし、ステップも多く設置すること
により、作業条件を改善するとともに安全
性も向上。大区画化整備前 大区画化整備後

計画法面イメージ現況法面イメージ

現況は狭小区画で法面は少ないが、
整備後は複雑な地形で大区画化にな
るため、長大法面となりやすく、作業時
の安全確保が課題。

【道営農地整備事業
（中山間地域型）大谷地区】

取 組 前 取 組 後

転落防止･省力化を
実現した水路整備

農道に面した排水路では、農作業従
事者だけでなく、通行人も水路へ転
落するおそれ。また、通学路沿いの
ため、近年増えている子供の水路へ
の転落防止を図る必要。

安全カバーを設置することで通行人
や農作業従事者の転落防止を実現。

農道

水 路

リスクのある現場条件

【県営農業競争力強化農地整備事業
（経営体育成型）福島県 門田第4地区】安全カバーによる対策

42 43

44 45

草刈 法⾯⼩段 草刈 コンクリート張り

草刈 コンクリート張り 他 安全施設



② 多面的機能支払交付金

31 作業環境改善のためのQ&A

Q. どのような点に注意して作業環境の改善を⾏うべきですか︖

Q. どのような助成を活⽤できますか︖

農地中間管理機構の重点実施区域等の農地を対象に、⾯積要件無く、農業者2者以上、
事業費200万円以上から事業を実施することが可能です。⽤排⽔施設や農作業道・進⼊
路の新設・変更に伴う整備、維持管理の省⼒化に必要な取組等も⽀援対象となります。

A. ⼩規模なほ場における基盤整備においては、以下のような制度を活⽤しながらきめ細かな改善を⾏うことが可能です。
制度の詳細は各都道府県にお問い合わせください。

A. 農作業事故は様々な要因が重なって発⽣します。使⽤機械や作業⽅法についても確認し、将来の作業者や作業機械
にとっても負担・無理のない環境づくりに取り組みましょう。

① 農地耕作条件改善事業

地域共同で⾏う活動のうち、農地法⾯の除草、農道の路⾯維持等の基礎的保全活動、
⽼朽化が進む⽔路・農道などの⻑寿命化のための補修等について⽀援します。

路肩の補修コンクリート舗装

• 無理・危険な運転（畔越え、路肩や畦畔へ
の接近等）

• 安全装置の解除、未使⽤、未装備
• 誤った操作⽅法や作業⽅法（駐⾞ブレーキ

未操作での坂道停⾞、離席、作業継続等）
• 作業に適切な服装や保護具の未装着

• 機械の経年劣化
• 点検不⾜、整備不⾜
• ほ場環境と選定機械のミスマッチ
• 農業機械特有の構造的問題（後⽅視認性、

安定性等）

• 加齢による⾝体機能の低下
• 機械操作不⾜、現場経験不⾜
• 誤操作、不注意
• 作業への慣れ、焦り
• 危険箇所や危険⾏為の認識不⾜
• 安全教育不⾜

• 基盤の経年変化、経年劣化（段差、溝、
強度低下、斜⾯の形状変化等）

• 維持管理不⾜（雑草繁茂、路肩崩れ、
路⾯劣化等）

• 夜間、悪天候、猛暑等の影響⼈ 環境

機械作業
⽅法

農作業事故発生の要因

図︓農研機構農業機械研究部⾨資料を元に農⽔省作成

A. 課題や問題意識を共有するため、まずは集落内での話し合いを進め、⼟地改良区、市町村、都道府県の出先機関の担当
窓⼝に相談しましょう。全国各地の事例を参考に、地域や集落単位で実施可能な改善⽅法を検討してみましょう。

Q. 作業環境の改善には費⽤がかかり、個⼈での対応には限界がある。どのように始めればいいですか︖



 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果

農林⽔産省では、農業機械メーカーの安全への取組や考え⽅、
農作業事故予防の観点からの農業⽣産基盤整備に対する要望事項を
把握するため、アンケート調査を⾏いましたので、調査結果の⼀部
を御紹介します。

農業機械の安全性と作業性を発揮するために、農作業や管理を
⾏う際の留意点、環境改善への要望等が掲載されています。

農作業に関わる⽅や⾏政関係者が安全対策を講じる際の参考と
していただければ幸いです。

アンケート実施期間 ︓2021年10〜11⽉
アンケート依頼／回答数 ︓15社へ依頼、うち9社より回答（回答率60％）
回答企業の主要取扱機種 ︓乗⽤農機（４社）

スピードスプレーヤ／⼩型作業機器（２社）
トラクタ装着式作業機（２社）
その他機種（１社）
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⾏政関係者へ向けて

Q 農業機械の転倒・転落に関連して、どのような
使⽤条件を前提⼜は想定した機械設計をしてい
ますか

 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果 (1/5)
33

22%

56%

67%

67%

販売店の納⼊指導・説明
を受けること

運転技能・健康上の
⽀障がない⼈の使⽤

取扱説明書等に⽰す
ほ場条件下での使⽤

取扱説明書の操作⽅法の遵守

※詳細はご使⽤の機械の取扱説明書に従ってください。

 畔・段差の横断は、基準以上のアユミ板を使⽤する
（※⽥植機・コンバインの場合は段差の⾼さ10cm以上でアユミ板を使⽤）

 ほ場への出⼊りや畔越え時は、斜⾯に対して⾞体を直⾓にする

アユミ板の⻑さは⾼さの４倍以上で、
幅、強度等の基準を満たすこと段差、畦

 ⾞両への積込み・積降ろし時やほ場出⼊り時の進⾏⽅向（前進か
後進か）は、各機械によって異なるため、取扱説明書を確認する

取扱説明書に記載されている内容の⼀例

脱輪、転落の
危険

○ 機械設計においては、農業者が取扱説明書に記載された使⽤⽅法・使⽤環境を遵守することが前提。
ポイントポイント

⇨ ご使⽤の農作業機械の取扱説明書を定期的に読み返しましょう。



⾏政関係者へ向けて

 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果 (2/5)

○ 全てのメーカーが「傾斜地⾛⾏」時の危険性を指摘。
○ 危険の回避には、ハード整備による改善のみならず、農業者が対応可能な安全対策も存在。

ポイントポイント

場所 詳細意⾒（問題点と考えるもの）

進⼊路
急傾斜、幅員狭⼩、進⼊路が存在しない、
雑草繁茂、不陸による機械の不安定化、
溝堀り（進⼊路とほ場との接合部の掘込みに
よる段差）

農道 幅員狭⼩、退避所が無い、雑草繁茂、
路肩崩れによる脱輪

畦畔/法⾯
狭⼩、軟弱（崩れ）、境界線が不明瞭、
畦畔の⾼さや天端幅が⼩さく、機械が容易に
乗り越えて下のほ場に転落

付帯施設 ガードレール等転落防⽌対策の不備

ほ場内 ⼗分な旋回スペースがない、
ほ場の外縁ギリギリまでの作付け

その他 ⽬視しにくい場所、
整備後に状況・形状が変化する部位

Q  危険性がある農業機械の使⽤⽅法や条件は
どのようなものを想定されていますか

33%

33%

33%

33%

78%

100%

悪路（凸凹、路肩崩れ、雑
草）

障害物

無理な操作⽅法

狭さ

進⼊路・ほ場出⼊⼝

傾斜地⾛⾏
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⇨ ほ場際の作付け⽅法やほ場内の旋回⽅法を⾒直すことや、路⾯の維持補修、除草の頻度を増やすことも
効果的です。



⾏政関係者へ向けて

Q 農家、集落、管理者に期待する対応

 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果 (3/5)

○ 農家への期待として、集落内での声掛けやチェック体制の充実を求める声が多数。
ポイントポイント

詳細意⾒
• 地区内にある危険な場所がどこかを、⼟地所有者のみなら

ず地域の⼈間で認識することが必要。普段から農作業をし
て場所では、農業者に慣れが⽣じて危険だと感じづらいた
め、事故が発⽣していると思われる。

• 他⼈事でなく⾃分事として農作業事故を捉えることが必要

11%

11%

22%

33%

33%

指導者育成

管理者の維持管理と改良

農家の始業前点検や整備

啓発活動・安全教育

集落内声掛け、
ヒヤリハットの共有
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↑「多⾯的機能⽀払交付⾦ 共同活動の安全のしおり」

↑「農林⽔産業・⾷品産業の作業安全のための規範」と
「事業者向けチェックシート」

⇨ 農林⽔産省では以下のような資料やチェックリストを作成していますので、農作業時の安全確認に御活⽤ください。



農業者へ向けて

 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果 (4/5)

○ ⾏政への期待として、設計基準の⾒直し、改良⼯事・施設整備への助成を求める声が多数。
○ 農業機械の安全性と作業性を発揮するため、約半数が「農道」、「ほ場形状」の改善を要望。

ポイントポイント
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Q ⾏政に期待する対応
（基盤整備と農作業安全に関して）

22%

33%

44%

67%

基準以外のガイドライン・
マニュアル類の整備

啓発活動

改良⼯事、安全施設への助成

設計基準の規定化・⾒直し

その他の意⾒
• 安全上有効と思われる施設整備（街路灯、ガードレール、

路肩除草）への公的⽀援

Q  機械の安全性と作業性が最⼤限発揮されるために
必要な基盤やほ場環境はどのようなものですか

22%

22%

22%

44%

44%

緩傾斜・平坦化

障害物の除去

安全施設の設置
（蓋・ガードレール）

ほ場の形状改善

幅員・強度等の改善や通路の新設

その他の意⾒
• トラクターの⾞幅以上に⼤きな作業機の装着を考慮した

環境整備
• 平坦でわだちのない農道、死⾓のないほ場
• ⽔路の暗渠化



農業者へ向けて
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Q その他の意⾒
Q ほ場、農道等の整備にかかる設計基準の⾒直し

や規定化に際し、どのような考え⽅に留意すべき
とお考えですか

 (参考)基盤整備と農作業安全に関する農業機械メーカーへのアンケート結果(5/5)

• 転落すれば被害は⼤きくなるため、「転落しない状態
を作る」（事故の発⽣⾃体を低減する）ことが重要で、
そのために農業⼟⽊の果たす役割は⼤きいと考える

• 農作業安全に関して機械側と⼟⽊側での情報交換は⼤
切なことだと考える

• 様々な⾓度から安全作業の検討を⾏うことは⾮常に良
い取組だと思う

• 果樹園においては、枝の下での作業など作業制約条件
が多いので、⾃動化・無⼈化の声は⼤きいと認識して
おり、個⼈では対応が難しい⾃動⾛⾏のため中継局の
設置を積極的にお願いしたい

○ 基盤整備の設計においては、機械の⼤型化・⾃動化への対応も可能となるよう、余裕を持ったほ場環境
づくりが効果的との意⾒。

ポイントポイント

• ある程度耕作地を減じてでも安全なほ場周辺の整備に
充てるべき

• ⾃動⾛⾏農機に対応する安全設計基準の導⼊は、有⼈
⾛⾏に対しても有効

• ⾃動⾛⾏農機の普及のためのほ場進⼊路の形状や傾き、
ほ場の形状の検討（変形形状ではなく四⾓形）

• 機械の導⼊を前提とした果樹園地づくり（クローラ型
農機の旋回⽤の平場確保、等⾼線⽅向の⾛⾏路の設置、
コンクリート舗装等）

• ⼈間が怖いと感じる⾓度は感覚的なものなので⼀律に
はならないが、多くのデータをとり、最⼤公約数的に
進⼊路の⾓度を決めること


